●友好クラブ
韓国・龍仁ロータリークラブ
国際ロータリー第 3600 地区
台湾・台中文心ロータリークラブ
国際ロータリー第 3461 地区
●姉妹クラブ

第 1977 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

10 月 23 日 №15

●提唱インターアクトクラブ

会 長 早川 正彦

幹 事

佐々木 敏尚

公共イメージ委員会
本日、なぜ「新ホームページ」についてのク
ラブフォーラムを行うのかですが、今年 8 月か
ら小崎会員を中心に制作に取り掛かり、ある程
度の形式が整いました。そこで皆様に一度確認
して頂いて、現在までのホームページの形式に
ついて、ご意見や要望などをお伺いし、本日の
フォーラムでのご意見を基に、最終的なホーム
ページの完成としたいと思います。
本日は、小崎会員よりプロジェクターで新ホ

光明学園相模原高等学校

池之上委員長、小崎委員
・10 月中旬 コーティング完了、テストサーバー
にアップ
・10 月中旬（10 月 23 日例会）内容のチェック、
フォーラム開催、理事会の承認
・11 月下旬（11 月 20 日例会）各種修正＆調整
完了
・12 月上旬（12 月 4 日例会）Web サイトの公開
完了
○制作のポイント

ームページの紹介と説明をしますので、その後、 ・表示をスマートフォン対応に。（情報へのアク
皆様よりご意見や感想などをお願い致します。
○制作スケジュール
・8 月下旬 サイトマップ作成完了
・9 月下旬 デザイン画作成完了

セス向上とサイトイメージの若返り）
・クラブのプロフィールをより明確に。
（他クラ
ブも会員候補者も知りたい基本情報）
・ロータリークラブについて説明する。

（現行のホームページは該当なし）
・入会案内ページを設ける。
（現行のホームページは該当なし）

本日は、24 節季の 18 番目の霜降（ｿｳｺｳ）です。
秋風が冷たく、紅葉の始まる日だそうですので、
皆様には、どうぞご自愛下さい。

・今後の情報追加にも対応できる実装。
（今後の
機能拡張に備えて）

韓国・龍仁ＲＣ４０周年

・内容の更新、書き換えを管理しやすい。
（運用

式典にて、龍仁ＲＣの

管理の効率化）

姉妹クラブ・モンゴル

○サイトを見る対象者

国（第３４５０地区）

・相模原中ＲＣ会員が見る

ＮＩＩＳＬＥＬ（ニースレ

・他クラブの会員が見る

ル）RC とバナー交換。

・これから入会する人が見る
・その他の一般の人が見る
＜新ホームページの映像紹介は略にて＞
○米山奨学委員会

藤本委員長

本日より米山寄付を集金
しております。ご協力頂
きました皆様には有難う
ございます。11 月例会で
再度お願いしますので、
まだ未納の方には宜しく
お願い致します。
○社会奉仕委員会

大坪委員長

10 月 27 日（土）のセラ
ピー犬活動ですが、当日
は AM10 時に老人ホーム
縁 JOY にご集合下さい。
朝晩の冷えを感じ、街を歩く人たちも衣替えを

送迎バスご利用の方は、

迎え、一気に街も秋づいてまいりました。さて、

AM9:30 に相模原駅前より

本日 10 月 23 日は
「電信電話記念日」
だそうです。

乗車下さい。セラピー犬

1950（昭和 25）年に、当時の電気通信省（現在の

やスタッフも同乗します。活動は 10:30～11:30

NTT）により制定されており、これは 1869（明治

までで、12 時頃に現地解散の予定となります。

2）年 9 月 19 日に、東京～横浜で日本初となる公
衆電信線の架線工事が開始されたことに因んで、
制定されました。
また、交換学生ボトンド君の祖国であるハンガ

＜韓国：龍仁 RC 創立４０周年記念式典の報告＞
国際奉仕委員長：阿部 毅
10/3 式典参加のため、会員７名で韓国ソウルに
向いました。到着日の昼食は韓国料理「ビビンバ」

リーでは最も大切な日「1956 年 革命・共和国宣

の有名店で会食、世宗ホテルで休憩後、夜は韓国

言の日」であります。1956（昭和 31）年のこの日

米山学友会の朴在泳・金周慧両副会長と焼肉店で

にハンガリー動乱（1956 年革命）が始まり、1989

楽しく懇談・会食を持ちました。

（平成元）年のこの日には、ハンガリーが社会主

10/4 式典当日は午前中、ソウル市内の昌徳宮・

義の人民共和国から、共和国に体制変革したこと

北岳山・市民の台所「広蔵市場」などを見学、午

を記念し、制定されました。

後 3 時に世宗ホテルを出発し、チャーターバスで

（※以下、地区大会報告は紙面都合上、次週号で掲載）

龍仁市内の式典会場に向かいました。↗

海外からは、当クラブ以外にタイから「バング

●川合 貞義会員

レン RC」5 名、モンゴルから「ニースレル RC」8

結婚記念日祝ありがとうございます。何年前に

名に加え、周辺クラブより総勢 230 名位の参加者

なるのか、50 年は過ぎているようですが、結婚

で午後 6 時に式典が始まりました。李穆仁会長の

生活は可もなく優でもなく、まあまあ自然体で

点鐘・挨拶と、乾杯及び歴代会長挨拶・表彰に続

生きています。

き、アトラクション・パーティーへと進み、8 時

●永保 固紀会員

半頃に閉会となりました。
ソウルへの帰路、長年、龍仁 RC 運営に尽くさ

例会を休みましたので。
●豊岡 淳会員

れ、白血病に侵された全培錫 PP を自宅に見舞う

①10 月お祝の皆様、おめでとうございます。

予定でしたが、前日に風邪で倒れ、一時は危篤状

②クラブフォーラムの池之上さん、小崎さん、

態で入院中と言う事で残念ながら、お会いする事
は叶いませんでした。一日も早いご回復を祈るば
かりです。また今回の式典参加に当たり、韓国米

宜しくお願いします。
●金沢 邦光会員
先日の地区大会、お疲れ様でした。

山学友の朴在泳氏（韓国米山 RC 会長）には、通

●㝡住 悦子会員

訳として多大にお世話になりました。

①10 月お祝の皆様、おめでとうございます。
②池之上委員長、小崎さん、クラブフォーラム
宜しくお願いします。
●池之上 和哉会員
今月のお祝の皆さん、おめでとうございます。
●大塚 正浩会員
①10 月結婚記念日・入会記念日祝の皆様、おめ
でとうございます。
②クラブフォーラム、池之上委員長、小崎さん、
宜しくお願い致します。
●諸隈 武会員
①本日お祝の皆様、おめでとうございます。
②池之上委員長、小崎委員、本日は宜しくお願い
します。
●小野 孝会員

●早川会長、佐々木幹事
①本日、結婚記念日祝と入会記念日祝を受けられ
る皆様、おめでとうございます！
②本日のクラブフォーラム、池之上委員長と小崎
委員、宜しくお願い致します。
●伊倉 正光会員
①結婚記念日祝、ありがとうございます。
②池之上会員、小崎会員、クラブフォーラム宜し
くお願いします。

①結婚記念日祝の皆さん、入会記念日祝の中山さん、
おめでとうございます。
②公共イメージ委員会の池之上さん、小崎さん、宜しく。
●藤原 利夫会員
①クラブフォーラム担当の池之上委員長、小崎委
員、よろしくお願いします。
②結婚記念日祝、入会記念日祝を受けられる皆様
おめでとうございます。
●櫻内 康裕会員

●小崎 直利会員

①結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。

①結婚記念日お祝、ありがとうございます。5 回

②クラブフォーラムの公共イメージ委員会の池之

目の記念日です。
②クラブフォーラム、宜しくお願いします。

上委員長、小崎委員、宜しくお願いします。
本日のスマイル額 ２５，０００円

例会プログラム

ail:rotary@tbg.t-com.ne.jp

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①2019 年規定審議会立法案提出のお願い
毎年各クラブより提出頂き、地区にて決議後、
RI にオンラインにて提出することに決定して
おり、本年も各クラブからの提出案件がありま
したら、2019 年 3 月 20 日までにご提出下さい。
（※詳細は回覧にて）
②地区公共イメージ委員会から「ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ
ＮＯＷ オックフォードシャツ」申込の件
ご要望にお応えし、END POLIO NOW シャツの再
受注を行うことになりました。（ロータリーマ
ーク刺繍入り半袖シャツ）クラブ単位にて 10

・高本 昌敏会員１０月 ４日 ・川合 貞義会員 10 月１４日

月末日までに申込下さい。
（Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ、

・甲斐 美利会員１０月 ７日 ・小崎 直利会員１０月１９日

３Ｌサイズ、1 枚 5,000 円）

・佐々木敏尚会員１０月 8 日 ・中村 勝彦会員１０月１９日

③クラブ研修リーダーセミナー開催のご案内

・伊倉 正光会員１０月１０日 ・田所

毅会員１０月３０日

下記にて開催致します。会長エレクトとクラブ

＜入会記念日祝＞

研修リーダーのご出席をお願いします。

・中山 徹男会員 ２０１５年１０月５日

日時：11 月 13 日（火）14:00～16:35 場所：
アイクロス湘南（辻堂駅前）締切：11 月 2 日
④米山学友会主催「国際交流会」開催のご案内

例会プログラム
１０月３０日移動例会・夜間例会
１８：３０点鐘「小田原屋」

奨学生と学友が作った料理を味わいながら、楽
しい時を過ごして頂けるよう企画しています。

例会記録

ご出席をお願い致します。
（ご家族同伴も歓迎）

点

鐘

１２時３０分

日時：11 月 18 日 13:00～16:30 場所：二宮生

場

所

相模原市民会館「あじさいの間」

涯学習センター 会費 3,000 円 11 月 5 日締切

司

会

諸隈 武 副 SAA

※ビンゴ景品として１人１品ご持参下さい。

斉

唱

ロータリーソング「我らの生業」

２．光明学園インターアクトより光明祭ご案内
我々インターアクトクラブ部の活動の成果を

ソングリーダー 中村 勝彦会員

出席報告

ご覧頂きたく、ご案内申し上げます。

会

日時：10 月 28 日（日）10:00～15:30 場所：
光明学園相模原高校 （履物をご持参下さい）
内容：震災復興募金、被災地現状展示など

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ
TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605
●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」
〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15
TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000
●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

員

出席（出席対象 30 名）

事前メイク者

３７名

２４名

１名

欠席者

本日の出席率

７名

７８．１３％

修正出席率(10/9)
９４．２９％

●編 集 親睦活動委員会
委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎
委員：川合
田後
横江

貞義、田所
毅、櫻内
隆二、中山 徹男、高本
利夫、山之内 洋、河野

中村 勝彦、大槻
実
●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp

直利
康裕
昌敏
崇

